２０１９年度のカワセミ会の活動計画
この計画は、2019 年 1 月 13 日に開催した総会で決定したものです。ただし、探鳥会実施月日や固有名
詞は公開しないという原則で削除してあります。

１．探鳥会等の計画
①浅川・浅川周辺（月例・公開）、②浅川・浅川周辺（その他）、【支援】、③遠出、④平日 の表で
構成されています。
これは予定であり、最終的には幹事会で具体的な内容を検討のうえ決定し、毎月発行される「探鳥会
あんない」の内容が最終決定です。
月

①浅川・浅川周辺（月例・公開）

②浅川・浅川周辺（その他）、【支援】

1

13 日（日）・冬鳥一斉カウント
浅川流域冬鳥一斉調査

20 日（日）緑地保全地域一斉調査
【26 日（土）東京都農林水産振興財団野鳥観察会支援】
【26 日（土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】

2

月例探鳥会
北浅川・松枝橋～陵北大橋

3

10 日（日）・公開探鳥会
浅川・多摩川合流⇒多摩川合流
⇒多摩川石田大橋

【9 日（土）上柚木公園主催野鳥観察会】
【16 日（土）西南部環境市民会議野鳥観察会支援】
【23 日（土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】
【24 日（日）上柚木公園巣箱架け活動支援】
2 日(土)オオルリ他夏鳥調査キックオフ、会報配布会
【23 日（土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】
24 日（日）宇津貫みどりの会共催篠刈探鳥会

4

月例探鳥会
北浅川（松枝橋～小田野中央公園）

20（土） 野鳥密猟パトロール（日影沢林道）
【27 日（土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】

5

12 日（日）・公開探鳥会
裏高尾（小下沢・オオルリを探す会）

6

月例探鳥会
板当・滝ノ沢林道、八王子城跡北

12 日（日）野鳥密猟パトロール、早朝（小下沢林道）
18 日（土）緑地保全地域一斉調査
【25 日（土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】
1 日（土）八王子市環境フェスタ（西放射線道路）
【22 日（土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】

7

月例探鳥会
醍醐林道・夕焼公園～龍神淵

【２７日（土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】

8

月例探鳥会
陣場山
月例探鳥会
多摩川・石田大橋～中央線鉄橋

【8 月は熱中症予防のためジュニアクラブ無し】

9

2 日（月）会報かわせみ配布会、クリエートホール写真等展
示作業
4 日（水）～8 日（日）クリエートホール写真等展示
【7 日（土）水辺の楽校】
26 日(木）陣場山タカの渡り探鳥会
【28 日(土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】

10 13 日（日）・公開探鳥会
浅川・長沼橋～大和田橋
11 月例探鳥会
多摩川・日野（中央線鉄橋）～小宮

上旬（陣場山タカの渡り探鳥会）
【26 日（土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】
【30 日（土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】

12 月例探鳥会
湯殿川、片倉公園（住吉橋～釜土橋）

【28 日（土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】
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1

12 日（日）・冬鳥一斉カウント
浅川流域冬鳥一斉調査

【25 日（土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】

2

月例探鳥会
浅川・松枝橋～陵北大橋

【22 日（土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】

3

8（日）・公開探鳥会
浅川・多摩川合流⇒多摩川合流
⇒多摩川石田大橋

【28 日（土）ジュニアクラブ野鳥観察支援】

月
1

③遠出
都市公園③手賀の丘公園探鳥会

④平日
高尾山周辺探鳥会(津久井・城山)
多摩川（羽村堰）永田橋往復探鳥会

2

インド・アッサム探鳥会

高尾山周辺探鳥会(多摩森林科学園)
檜原村野鳥植物観察会
相模原貯水池探鳥会
昭和記念公園

3

下旬 八丈航路探鳥会（日帰り）

高尾山周辺探鳥会
檜原村野鳥植物観察会
滝山公園、多摩川・秋川合流部探鳥会

4

5

6

7

都市公園④善福寺・井の頭公園探鳥会

高尾山周辺探鳥会

トカラ列島平島探鳥会

檜原村野鳥植物観察会（三頭山）

（中旬）奥多摩湖・・・むかし道

檜原村野鳥植物観察会（三頭山）

赤城山（1 泊 2 日）

高尾山周辺探鳥会

上旬 三宅島探鳥会（日帰り）

檜原村野鳥植物観察会（浅間尾根）

秘湯めぐり探鳥会⑨

高尾山周辺探鳥会

尾瀬ヶ原・至仏山探鳥会

高尾山周辺探鳥会
檜原村野鳥植物観察会（三頭山）

8

下旬 三番瀬探鳥会

高尾山周辺探鳥会
檜原村野鳥植物観察会（浅間尾根）

9

高尾山周辺探鳥会
檜原村野鳥植物観察会（三頭山）

10

11

中旬；大岳山

高尾山周辺探鳥会

未定 秘湯めぐり探鳥会⑩(1 泊 2 日)

檜原村野鳥植物観察会（三頭山）

未定 大潟村・伊豆沼探鳥会(3 泊)

高尾山周辺探鳥会
檜原村野鳥植物観察会
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12

中旬 葛西臨海公園探鳥会

高尾山周辺探鳥会

31（火）大晦日探鳥会

檜原村野鳥植物観察会

1

都市公園⑤水元公園探鳥会

高尾山周辺探鳥会

2

未定 コスタリカ探鳥会

高尾山周辺探鳥会

3

中旬 苫小牧航路・苫小牧周辺探鳥会

高尾山周辺探鳥会

注：これは予定であり、最終的には幹事会で具体的な内容を検討のうえ決定しますので、変更もあり得ます。

２．野鳥の定期カウント実施場所（下記 20 コースで毎月 1 回実施）
〔１〕浅川（松竹公園西⇔陵北大橋）
〔２〕〃 （陵北大橋⇔松枝橋）
〔３〕〃 (松枝橋⇔鶴巻橋)
〔４〕〃 （鶴巻橋⇔大和田橋）
〔５〕〃 （大和田橋⇔長沼橋）
〔６〕〃 （長沼橋⇔一番橋）
〔７〕〃 （一番橋⇔多摩川合流）
〔８〕川口川（川口橋⇔明治橋）
〔９〕湯殿川（白旗橋⇔時田橋）
〔10〕多摩川（滝山城跡下）
〔11〕〃
（谷地川合流付近）
〔12〕〃
（浅川合流付近）
〔13〕小宮公園
〔14〕片倉城跡公園・湯殿川
〔15〕長沼公園
〔16〕高尾山（小仏川）
〔17〕高尾山（蛇滝→１号路）
〔18〕〃
（琵琶滝→３号路）
〔19〕〃
（大垂水）
〔20〕〃
（日影沢、小仏城山）

３．各種調査活動
［１］冬鳥一斉調査（1月13日、浅川本支流、谷地川、程久保川）
［２］多摩川のカモを中心とした越冬鳥調査（1月、多摩川 4コース）
［３］カルガモ繁殖調査（5～7月、浅川流域、谷地川流域、程久保流域、大栗川流域）
［４］イワツバメ営巣調査（5～7月、浅川流域、谷地川流域、程久保流域、大栗川流域）
［５］オオルリ他夏鳥生息調査（4～6月、八王子市内丘陵部・山間部全域）
［６］巣箱利用状況調査（片倉城跡公園、年間、12月清掃）
［７］我が家の庭に来る野鳥調査（年間、会員の自宅の庭）
［８］サシバ等秋の渡り調査（9～10月、松竹公園西他、他の団体とも協力）
[９]ツバメの集団ねぐら調査
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[10]ムクドリ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイの集団ねぐら調査
[11] 緑地の保全地域における野鳥の生息調査
（繁殖期・渡り鳥の春季通過期 ４～7月、越冬期 12～3月）
[12]内陸の イソヒヨドリ繁殖調査
[13]長沼駅ヒメアマツバメ巣のリレー調査
[14]上柚木公園野鳥調査
（注）調査内容、調査方法等詳細については、別途お知らせします。
[15]宇津貫丘陵、宇津貫緑地野鳥調査（宇津貫みどりの会と共催、7,8月を除く月1回）
[16]高尾山ブッポソウ巣箱利用調査（高尾地区自然公園管理運営協議会の調査に参加）

４．浅川流域の鳥信（情報）の収集
八王子市内、日野市内の「鳥等の情報（下記の１～８の内容）」を会員から収集して、野鳥記録を
蓄積します。①鳥名、②観察年月日、③出現場所（出来るだけ具体的に詳しく）、④羽数、⑤♂♀成
若幼等、⑥行動（何をしていたか）、⑥その鳥の識別理由、⑦周りの他の鳥との比較、⑧観察者氏名
等を分かる範囲で記録して下さい。①～⑧の全てが満たされなくてもかまいません。
なお、八王子・日野市外でも両市の境界付近の情報は参考資料という位置づけで受付ける。
集まった情報は、会報「かわせみ」の鳥信欄に載せるとともに、過去のデータと合わせて、浅川流
域の野鳥データベースに追加します。
【鳥等の情報の内容】
１．渡り鳥の初認、終認、通過等の記録
２．野鳥の繁殖に関する記録
３．希少種（定義はありません）の記録
４．猛禽類の記録
５．野鳥のねぐらの記録
６．野鳥の特徴的な行動（定義はありません）の記録
７．人との関わりに関する記録（外来鳥、密猟の状況、飼育されている野鳥、野鳥の死体、交通事故、
ガラス衝突事故、農薬事故、防鳥網事故等）
８．鳥以外の動物の記録（キツネ、タヌキ、イノシシ、ムササビ、リス等の哺乳類、カジカガエル、ト
ウキョウサンショウウオ等の両生類、ゲンジボタル等の昆虫類など、鳥以外の環境指標的な動物）
【フォト鳥信の収集と公開】
上記鳥信のうち、証拠写真の添付が可能のものについては、別途「フォト鳥信」を運用します。
「フォト鳥信」はカワセミ会会員専用のＨＰに掲示板方式で開設し、そのうちから公開可能なもの
を概ね2ヶ月後にカワセミ会ＨＰ（一般向け）にアップします。
投稿方法は以下のとおりです。カワセミ会ＨＰを立ち上げ「会員専用のページ（パスワード必
要）
」を開き、
「フォト鳥信」ボタンをクリックして下さい。
「フォト鳥信」の掲示版を開くと、件
名、種名、観察年月日、羽数、場所、区分、メッシュ、コメントの項目がありますので、必要事項を
書き込んで投稿して下さい。同一ファイルの写真は4枚まで添付できます。
従来からやっている「鳥信」は従来とおり継続しますが、
「フォト鳥信」に投稿したものは、内容
が重複するので、
「鳥信」の方に投稿する必要が無くなります。多くの会員の皆様から「フォト鳥
信」への投稿を期待します。なお、野鳥の繁殖に悪影響が大きいと思われるもの、野鳥の行動に悪影
響をおよぼして撮ったと思われるものや八王子市、日野市以外の場所で撮ったものは投稿しないよう
にお願いしますが、両市の境界付近の情報は参考資料という位置づけで受付けます。
【八王子市、日野市で観察される野鳥の認定委員会設置】
従来（2014 年まで）
、八王子市、日野市で観察された野鳥、特に「いわゆる稀少種」の同定について
は、一部を除き観察者本人だけ、又はベテラン会員を含む数人の判断に委ねられてきました。2015 年
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以降は、
「八王子市、日野市で観察される野鳥の認定委員会（以下「認定委員会」という）を設置して、
別頁に掲げる認定委員会設置要領とその手順により、同定を明確にしています。

５．野鳥保護活動、催物、その他
［１］当会の総会（1月13日、労政会館）
［２］他団体、小中学校等の野鳥観察の支援
小中学校等の野鳥観察の支援には八王子市環境部環境政策課発行の「八王子市環境教育プログ
ラムガイドブック」が活用されます。
［３］ジュニアクラブの活動の支援
［４］オオルリ他夏鳥調査キックオフ、各種調査報告、会報かわせみ配布会 3月上旬
［５］サシバ他タカ渡り調査キックオフ、各種調査報告、会報「かわせみ」配布会 9月上旬
［６］野鳥の密猟対策、その他の野鳥保護活動
［７］八王子市環境フェスタ（6月開催）に参加
［８］高尾山ブッポウソウ復活プロジェクト（高尾地区自然公園管理運営協議会）に参加
［９］浅川における多自然型川作りの推進に対する、高尾自然公園保護管理等他団体との協力活動
（注）実施に当たっては、別途幹事会で検討します。

６．会報の発行
［１］かわせみ第６２号（3月）
［２］かわせみ第６３号（9月）

７．「探鳥会あんない」の発行
毎月第2日曜日に翌月の探鳥会、定期カウント、野鳥観察支援、その他カワセミ会からの各種お知らせを
内容とした「探鳥会あんない」を発行します。
「探鳥会あんない」は月例探鳥会で配付しています。また、カワセミ会メーリングリストの参加者及び
ｅメールアドレスをご連絡いただいている会員には、原則としてｅメールで同日配信しています。月例探
鳥会に参加しなかった会員でｅメールを使用していない会員には郵送で配付します。
郵送費用の節減、事務局の事務軽減にご協力頂きたく、ｅメールが可能な会員は、ｅメールでの受信に
ご協力をお願いしています。なお、
「探鳥会あんない」はカワセミ会ＨＰの会員専用文書掲示板にも掲載さ
れます。

８．カワセミ会３５周年事業
（１）企画展の検討の開始
カワセミ会では昭和60（1985）年の創立以来5年毎に企画展を開催してきました。平成32
（2020）年に35周年を迎えるため、企画展の具体亭な検討を行います。
（２）高尾山・浅川の野鳥図鑑（仮称：高尾・浅川の野鳥１００）の編集
編集委員を「探鳥会あんない」で公募し、応募のあった委員で編集委員会を立ち上げました。第
1回編集員会を2018年2月12日に開催し、毎月1回のペースで委員会を行い同年12月までに10回開催し
ました。今までに検討してきた状況は以下の通りです。
＜基本方針＞
・書店販売も視野に編集する。
・サイズは新書版のハンディなものとする。
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・読者としては一応「鳥に関心のある初心者」を想定して編集する。したがってあまりマニアック
な鳥は掲載しない。
・書名は「高尾・浅川の野鳥１００（仮称）」とする。
・値段はあまり高くせず、1000円以下とする。
＜掲載する鳥種＞
・高尾周辺、浅川の基本種100種とする。
・この本の一つの特徴として、鳥の声が聴けるようにしたい。本に印刷されたQRコードからスマホ
でカワセミHPにアクセスし、そこに置かれた鳴き声音源ファイルを聴けるようにする等の工夫を
する。
＜写真及び鳴き声音源＞
・カワセミ会会員自身の撮影、録音を原則とするが困難な場合に限り、外部の適任者に提供を依頼
する。
・写真、音源は八王子市、日野市で撮影、録音されたものを原則とするが、困難な場合は当該域外
も可とする。（但し日本国内のみ）
＜スケジュール＞
・2020年4月を目標に出版する。2019年はこのスケジュールが達成できるように編集活動を進める。

９．インターネットホームページ
カワセミ会の活動を一般に公開するために平成 13（2001）年から会のホームページを運営しています。
一般公開情報の他に、会員専用ページでは、探鳥会案内、各種調査用資料、フォト鳥信等の資料の閲覧、
ダウンロードができます。
平成 29（2017）年はＨＰの運営をより組織的にすることを狙いとして「カワセミ会ＨＰ運営委員会」を
発足させ、全面的なリニューアルを行いました。
平成 29（2017）年 11 月 20 日からＵＲＬが kawasemi.main.jp に変更されました。旧アドレスは平成
30（2018）年 6 月 25 日に完全閉鎖となりました。
現在のホームページアドレス

http://kawasemi.main.jp/

１０．カワセミ会メーリングリスト（ＭＬ）の運営
メーリングリスト(Mailing List)とは、電子メールを使ったインターネット活用法の一つで、複数の人
に同じメールを配送できる仕組みのことです。カワセミ会のＭＬでは、鳥信、調査中間報告、調査・探鳥
会・野鳥観察支援の案内、鳥関係の情報提供、カワセミ会ホームページ掲示板の投稿情報、その他の連絡
等が発信されます。多くの会員の皆様がこの ML に参加されることを期待します。参加を希望される方は
事務局まで、メールアドレスをお知らせ下さい。また、参加者で登録アドレスを変更される方は、旧アド
レスと新アドレスの両方をお知らせ下さい。
（新アドレスだけでなく、確認のため旧アドレスも明記して
下さい。
）

１１．八王子市、日野市で観察される野鳥の認定委員会
従来（平成２６(2014)年まで）
、八王子市、日野市で観察された野鳥、特に「いわゆる稀少種」の同定
については、一部を除き観察者本人だけ、又はベテラン会員を含む数人の判断に委ねられてきました。平
成 27(2015)年以降は、
「八王子市、日野市で観察される野鳥の認定委員会（以下「認定委員会」という）
を設置して、別頁に掲げる認定委員会設置要領とその手順により、同定を明確にするようにしました。
今後も「いわゆる希少種」に限らず、同定に関する質問については、委員会として、できるだけ対応し
ていきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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１２．八王子市・日野市鳥類目録のフォロー委員会
2016 年 12 月にまとめた「八王子・日野市鳥類目録」の今後の改定に向けてのフォローを行うために「八
王子市・日野市鳥類目録のフォロー委員会を設置します。
この委員会は 2017 年以降の野鳥観察記録の検討とその結果の保存を行うことが主な活動内容です。
この委員会は「八王子市・日野市で観察される野鳥の認定委員会」と密接な連携をもって運営します。
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